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3 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅰ 噴火のメカニズム 

 Ⅰ-1-ⅰ 噴火のメカニズム 
ピナツボ火山噴火 

▶VEI6の巨大噴火。 

▶1991.6.3に最初のマ
グマ性噴火。 

▶6.7～15大爆発。 

▶7000m以上の噴煙。 

▶4.7以降避難命令が発
せられ、直接的な人命の
被害は300人にとどまる。 



4 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅰ 噴火のメカニズム 

 Ⅰ-1-ⅰ 噴火のメカニズム 

山賀進 ＨＰより 

噴火の仕組み 

通常、過剰圧が解消されれば、噴火は
終息する（数%程度） 



5 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅰ 噴火のメカニズム 

 Ⅰ-1-ⅰ 噴火のメカニズム 

山賀進 ＨＰより 

カルデラ噴火の仕組み 

過剰圧が解消されても噴火が
終息せず、マグマ溜りがほとんど
空になるまでマグマが出続ける 



6 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 

 Ⅰ-1-ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 

岩波ブックレット『火山と原発』 

マグマ噴出量に基づく噴火規模 



7 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 

 Ⅰ-1-ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 
火山爆発指数（VEI） 



8 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 

 Ⅰ-1-ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 

日本は、世界の活火山の約1割が 
集中するといわれる世界有数の火山大国 

日本は火山列島 



9 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 

 Ⅰ-1-ⅱ 巨大噴火と火山爆発指数 
姶良カルデラの火砕流噴火 



10 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅲ 降下火砕物による影響の深刻さ 

 Ⅰ-1-ⅲ 降下火砕物による影響の深刻さ 

気象庁『降灰の影響及び対策』 



11 Ⅰ はじめに ＞ 1 火山事象に関する基礎 ＞ ⅲ 降下火砕物による影響の深刻さ 

 Ⅰ-1-ⅲ 降下火砕物による影響の深刻さ 

気象庁『降灰の影響及び対策』 



Ⅰ‐2 本プレゼンテーションの構成 

12 Ⅰ はじめに ＞ 2 本プレゼンテーションの構成 

Ⅱ. 最大層厚の過小評価 

Ⅲ. 大気中濃度の過小評価 



炉心溶融→ 
放射性物質が 

大量に外部へ放出 

Ⅰ‐2 本プレゼンテーションの構成 

13 Ⅰ はじめに ＞ 2 本プレゼンテーションの構成 

ケース１（姶良噴火） 

ケース２（大山噴火） 

換気系統・ 
冷却系統等が 

機能喪失 

50cmの 
降下火砕物が 
施設に到来 

20cmの 
降下火砕物が 
施設に到来 

大山倉吉テフラ 
規模に相当する 
噴火の可能性 

姶良Tnテフラ 
規模に相当する
噴火の可能性 

Ⅲ.大気中濃度 
     :フィルタ目詰まり 

Ⅱ-3. 最大層厚③ 
     :不確実性の考慮 

Ⅱ-2. 最大層厚② 
  :大山倉吉噴火の可能性 

Ⅱ-1. 最大層厚① 
  :姶良Tn噴火の可能性 

cf. 摩耗・固着 
     :灰で発電機が損傷 
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15 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅰ 姶良カルデラとの位置関係 

 Ⅱ-1-ⅰ 姶良カルデラとの位置関係 

美浜原発 

姶良カルデラ 20cm 

姶良カルデラ 
▶美浜原発の約680km南西に位置する。 

▶姶良Tn噴火は、VEI7の破局的噴火。 

▶約2.6～2.9万年前に噴火したとされる
（火山灰アトラス）。 

▶本件原発敷地周辺でも20cm近い降
下火砕物が届いたとされている（参加人
も認めている）。 

町田洋・新井房夫『新編 火山灰アトラス‐日本列島とその周辺』p66 



16 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
参加人の根拠（H28.6.20 審査会合資料1-8 p33） 



17 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
九州電力の根拠（H25.9.25 審査会合資料1-1 p19、20） 

▶参加人の根拠は、九州電力が姶良カルデラの活動可能性を否定した根拠とほぼ同じ。 
 
  →では、九州電力・川内原発に関する福岡高裁宮崎支部決定は何と言ったか。 



18 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
川内原発福岡高裁宮崎支部決定（p217～218） 



19 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
川内原発福岡高裁宮崎支部決定（p217～218） 



20 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
川内原発福岡高裁宮崎支部決定（p217～218） 

フローチャートでいう緑色囲み部分であり、 
影響評価についての直接的な規定ではないが、 
活動可能性評価において重要な指摘。 



21 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
「火山ガイド」を見て、巨大噴火を予知
できるとする書きぶりに唖然とした。 

2014.8.10  東洋経済 

原子力発電所の稼働期間中にカルデラ噴火の影響をこう
むる可能性が高いか低いかという判定そのものが不可能
なはずである。このような判定を原子力発電所設置のガ
イドラインに含むこと自体が問題であろう。 

「わが国における火山噴火予知の現状と課題」 

モニタリングに頼って審査を通そうというガイドになってし
まった。原発を動かしたい人の習性が反映された内容。 

2014.5.30 報道ステーション 

巨大噴火の時期や規模を予測することは、現
在の火山学では極めて困難、無理である。 

2014.9.3 東洋経済 



22 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅱ 現在の火山学の限界 

 Ⅱ-1-ⅱ 現在の火山学の限界 
確立された国際的な基準（No.SSG-21）との比較 

200万年 500万年 1000万年 1万年 

完新世 
I 
A 
E 
A 

前期更新世 

78万年 

九州電力による訳文 



23 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅲ 姶良カルデラの活動履歴 

 Ⅱ-1-ⅲ 姶良カルデラの活動履歴 
姶良カルデラの活動履歴 

九州電力作成 

前回6万年以上の間隔が空いているから、次も6万年以
上の間隔が空く、と確実に言えるのか？ 



24 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅲ 姶良カルデラの活動履歴 

 Ⅱ-1-ⅲ 姶良カルデラの活動履歴 
適切な噴火発生モデルを提示できない段階で切迫度を検討すると
したら、平均発生間隔に依拠することなく、カルデラ噴火が複数発生
した阿蘇山では最短間隔が2万年であることを考慮すべきである 

2014.8.10  東洋経済 

すなわち、最終噴火から2万年を経過した
カルデラ火山は、既に再噴火の可能性が
ある時期に到達したと考えるべきである。 

「わが国における火山噴火予知の現状と課題」 

前の噴火から3万年経ったから大
丈夫だとは、誰も言えない。 

9万年おきにきちんと起きているという規則性があ
ればいいが、そうではなく、ばらついている。 

今、姶良カルデラにたまっているマグマの蓄積率はものす
ごく高い。カルデラ噴火の蓄積率と考えてもいいような値 

姶良カルデラのマグマ蓄積速度は、カル
デラ噴火を起こしてもいいくらいの速度。 

いずれも岩波書店『科学』Vol.85 No.6 



25 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅲ 姶良カルデラの活動履歴 

 Ⅱ-1-ⅲ 姶良カルデラの活動履歴 
川内原発福岡高裁宮崎支部決定（p228） 



26 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラム 

 Ⅱ-1-ⅳ 階段ダイヤグラム 
火山ガイドの要求事項 

フローチャートでいう黄色囲み部分であり、 
影響評価についての直接的な規定ではないが、 
活動可能性評価において重要な指摘。 



27 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラム 

 Ⅱ-1-ⅳ 階段ダイヤグラム 

破局的噴火が起こらないと
いう傾向は読み取れない。 

産総研地質調査総合センター・山元（2015） 



28 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 1 過誤①-姶良Tn噴火の可能性 ＞ ⅴ 噴火ステージ論 

 Ⅱ-1-ⅴ 噴火ステージ論 
川内原発福岡高裁宮崎支部決定（p227～228） 
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30 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅰ 大山火山との位置関係 

 Ⅱ-2-ⅰ 大山火山との位置関係 
大山火山 

▶美浜原発の約230km
西方に位置する。 

▶大山倉吉噴火は、
VEI6の巨大噴火。 

▶噴出年代は、5.5万年
をやや 遡るかもしれない
（火山灰アトラス）。 

▶本件原発敷地周辺でも
20cmの降下火砕物が
届いたとされている（参
加人も認めている）。 

参加人H28.5.20審査会合提出資料1-8  p36 



31 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅱ 山元（2017）①-層序 

 Ⅱ-2-ⅱ 山元（2017）①-層序 
山元孝広『大山火山噴火履歴の再検討』2017（p2） 



32 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅱ 山元（2017）①-層序 

 Ⅱ-2-ⅱ 山元（2017）①-層序 

山元孝広『大山火山噴火履歴の再検討』2017（p3、第2図） 

参加人が依拠した津久井（1984） 

山元（2017） 



33 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅱ 山元（2017）①-層序 

 Ⅱ-2-ⅱ 山元（2017）①-層序 

山元孝広『大山火山噴火履歴の再検討』2017（p3～4） 

▶山元（2017）は、草谷原にみら
れる大山の最新期の噴出物の露頭
についての2つの対立する見解を紹
介し、そのいずれが正しいのか、年
代測定により検証している。 

▶その結果、参加人が前提としていた
津久井（1984）ではなく、福元・
三宅（1994）の方が正しいと結
論付けた。 

▶そうすると、参加人が作成した階段
ダイヤグラムは修正を迫られることに
なる。 



34 

津久井（1984） 
弥山溶岩ドーム 

福元・三宅（1994） 
三鈷峰溶岩ドーム 

草谷原に見られる 
最新期の露頭 



35 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅲ 山元（2017）②-体積量 

 Ⅱ-2-ⅲ 山元（2017）②-体積量 

山元孝広『大山火山噴火履歴の再検討』2017（p10、第9図） 

p9 

p11 



36 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅲ 山元（2017）②-体積量 

 Ⅱ-2-ⅲ 山元（2017）②-体積量 

▶山元（2017）が赤で示した等層厚線を引いているのに対し、参加人が前提としている須
藤（2007）では、東南東87kmの地点で0cmとなるように作図されており、体積量の計
算（層厚×等層厚線面積）上、著しい過小評価となっている。 

例えばDNP（大山生竹テフラ）について 



37 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

 Ⅱ-2-ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 
参加人作成の階段ダイヤグラム 

大山倉吉（DKP）噴火 

参加人H28.5.20審査会合提出資料1-8 p39 



38 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

 Ⅱ-2-ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 
山元（2017）の修正された階段ダイヤグラムとの比較 

参加人作成のものを山元
（2017）に合わせて修正 

山元（2017）p14 

DKPが特異な事象で
あるかのように強調 

10万年前ころから噴
出量が増大している
一環として把握できる 



39 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

 Ⅱ-2-ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

山元（2017）p14 



40 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

 Ⅱ-2-ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

山元（2017）p14 



41 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 2 過誤②-大山倉吉噴火の可能性 ＞ ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

 Ⅱ-2-ⅳ 階段ダイヤグラムの比較と考察 

山元（2017）p14 

電力事業者の行った仮定 

▶山元（2017）は、参加人の主張している「大山倉吉テフラ相当規模の噴火の発
生する可能性は十分低い」という根拠をことごとく否定している。 

▶少なくとも、山元（2０１7）を考慮しない合理的な説明ができない限り、本件設
置変更許可処分は、現在の科学技術水準に照らして違法というほかない。 
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43 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 3 過誤③-不確実性の考慮 ＞ ⅰ 火山灰アトラスからの考察 

 Ⅱ-3-ⅰ 火山灰アトラスからの考察 

町田洋・新井房夫『新編 火山灰アトラス‐日本列島とその周辺』p84 

50cm 

10cm 

20cm 

100cm 

▶確かに20cm程度だが… 

大山火山 

美浜原発 



44 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 3 過誤③-不確実性の考慮 ＞ ⅰ 火山灰アトラスからの考察 

 Ⅱ-3-ⅰ 火山灰アトラスからの考察 

町田洋・新井房夫『新編 火山灰アトラス‐日本列島とその周辺』p84 

▶風向がわずかでも南側によると…？ 

▶次の噴火の際に南寄りの風が吹
かないと確実にいうことは不可能。 

▶不確実性を考慮しない理由を説
明できない限り、これを考慮しな
いことは違法。 

大山火山 

美浜原発 



45 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 3 過誤③-不確実性の考慮 ＞ ⅱ 山元（2016）のシミュレーション 

 Ⅱ-3-ⅱ 山元（2016）のシミュレーション 

p29 

p28 

p13 



46 Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 3 過誤③-不確実性の考慮 ＞ ⅱ 山元（2016）のシミュレーション 

 Ⅱ-3-ⅱ 山元（2016）のシミュレーション 

山元（2016）p33 図3.23を修正したもの 

美浜原発 



47 

▶ちなみに、泊原発について、
北海道電力は、敷地方向が
風下となる場合をシミュレー
ションにより考慮している。 

 
▶参加人が風向という不確実

性を考慮しない理由は、「考
慮すれば再稼働ができない
から」以外にない。 

 Ⅱ-3-ⅱ 山元（2016）のシミュレーション 

Ⅱ 最大層厚の過小評価 ＞ 3 過誤③-不確実性の考慮 ＞ ⅱ 山元（2016）のシミュレーション 
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49 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 1 3mg/㎥-エイヤヒャトラ ＞ ⅰ 3重の意味での過小評価 

 Ⅲ-1-ⅰ 3重の意味での過小評価 

ヘイマランド 0.5cmライン 

エイヤヒャトラ・ヨークトル氷河火山 

▶①層厚がわずか5mm以
下の地点での観測値。 



50 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 1 3mg/㎥-エイヤヒャトラ ＞ ⅰ 3重の意味での過小評価 

 Ⅲ-1-ⅰ 3重の意味での過小評価 
状況報告 

2010.7.2 エイヤヒャトラ・ヨークトル火山噴火 

ヘイマランドでは、8時から20時までの間、（※訳者注 火山灰の大気
中濃度の）レベルが高く、14時ころにピーク（3241µg/㎥）に達した。 

▶③PM10（直径10µm以下の粒子）の測定値。 
 ←火山灰は、2mm以下の粒子をいう。 

▶3重の意味で過小
評価となっている。 

川内原発宮崎支部決定 p243 

▶②最初の噴火（4/14）
から2か月半以上経った
7.2時点での観測値。→
再飛散値。 



51 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 1 3mg/㎥-エイヤヒャトラ ＞ ⅱ それでも許可が出たこと 

 Ⅲ-1-ⅱ それでも許可が出たこと 

▶単に、「同じか近い距離」ということと、「地表レベル」ということしか確認しないままに、
許可を行った。←「看過し難い過誤、欠落」以外の何物でもない。 

「関西電力株式会社美浜発電所３号炉の審査書案に対する意見募集の結果（抜粋）」 



52 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 2 30mg/㎥-セントヘレンズ ＞ ⅰ 10倍の過小評価 

 Ⅲ-2-ⅰ 10倍の過小評価 
H28.10.26 規制庁発表 

H28.10.26規制庁「発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価について」 p10（参考2） 

▶エイヤヒャトラの3mg/㎥の10倍以上の過小評価を規制庁自身が認めている。 



53 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 2 30mg/㎥-セントヘレンズ ＞ ⅱ 大山火山との比較 

 Ⅲ-2-ⅱ 大山火山との比較 

H28.10.26規制庁「発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価について」 p10（参考2） 

ヤキマ地区の層厚は5～10mm 



54 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 2 30mg/㎥-セントヘレンズ ＞ ⅱ 大山火山との比較 

 Ⅲ-2-ⅱ 大山火山との比較 

山元（2016）p33 図3.23を修正したもの 

美浜原発 

▶参加人の想定する10cmだとしても、10～20倍＝300～600mg/㎥の可能性。 
  もちろん、濃度は単位時間当たりの降下量によるので、単純に比例関係にはならない

が、絶対にセントヘレンズを上回らないとは到底いえない。そして、被告・参加人が層厚
の違いを見落としていることについては原告らが主張・立証を尽くしているのだから、それ
でも看過し難い過誤、欠落には該当しないことの立証は、被告・参加人がなすべき。 

▶山元（2016）のシミュレーションどおり50cmだとすると、50～100倍＝1500～
3000mg/㎥となる可能性すらあり、一瞬で吸気フィルタが目詰まりを起こす可能性
が大きい。 



55 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 3 1000mg/㎥-富士宝永 ＞ ⅰ さらに30倍の過小評価 

 Ⅲ-3-ⅰ さらに30倍の過小評価 
H28.10.26 規制庁発表 

H28.10.26規制庁「発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価について」 p4 別紙2 p2 

それがコレ！ 



56 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 3 1000mg/㎥-富士宝永 ＞ ⅰ さらに30倍の過小評価 

 Ⅲ-3-ⅰ さらに30倍の過小評価 

H28.10.26規制庁発表 p8（参考1-1） 

横浜（層厚約16cm） 

約1000mg/㎥ 

▶セントヘレンズの30倍 
▶エイヤヒャトラの実に300倍もの

著しい過小評価 

H28.10.26 規制庁発表 



山元（2016）p33 図3.23を修正したもの 

美浜原発 

57 

 Ⅲ-3-ⅱ 大山火山との比較 

Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 3 1000mg/㎥-富士宝永 ＞ ⅱ 大山火山との比較 

▶参加人の想定する10cmだとしても、1000mg/㎥×10÷16＝625mg/㎥の可能
性（セントヘレンズを前提とした試算＝600mg/㎥とも整合する）。 

▶山元（2016）のシミュレーションどおり50cmだとすると、約3倍の3000mg/㎥
以上となる可能性すらあり、やはり一瞬で吸気フィルタが目詰まりを起こす可能性が
大きい（同じくセントヘレンズを前提とした試算＝3000mg/㎥とも整合）。 



58 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 4 産総研報告 

 Ⅲ-4 産総研報告 
H28.10.26 規制庁発表 

H28.10.26規制庁「発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価について」 p4 別紙2 p2 

それがコレ！ 



59 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 4 産総研報告 

 Ⅲ-4 産総研報告 
H28.10.26 規制庁発表 

H28.10.26規制庁発表 p11 参考3 



60 Ⅲ 大気中濃度の過小評価 ＞ 4 産総研報告 

 Ⅲ-4 産総研報告 

山元ほか（2016）「吸気フィルタの火山灰目詰試験」 p15 

700mg/㎥の場合、 
約10分で目詰まり、圧損到達する。 

→交換は間に合わない。 
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62 Ⅳ まとめ 

 Ⅳ まとめ 

①最大層厚の過小評価 
▶過誤①-姶良Tn噴火の可能性を考慮していない 

◆そもそも火山学の限界から、大規模噴火の予知は困難。 

◆姶良カルデラの活動履歴から、運用期間中に大規模噴火が起こらないとすることはできない。 

◆すでに地下に大量のマグマが溜まっている可能性も十分にある。 

◆姶良Tn噴火が起これば、本件原発に20cm程度の火山灰が到来する可能性がある。 

▶過誤②-大山倉吉噴火の可能性を考慮していない 

◆火山学の限界から、大規模噴火の予知が困難という点は姶良カルデラと同様。 

◆山元（2017）により、参加人の想定の誤りが明らかとなった。 

◆階段ダイヤグラムから、運用期間中に大山倉吉相当の噴火が起こらないとすることはできない。 

▶過誤③-不確実性を考慮していない 

◆大山火山について、火山灰アトラスの記載からも、風向を考慮すれば、20cmを超える火山灰
が到来する可能性がある。 

◆山元（2016）のシミュレーションからも、50cmの火山灰が到来する可能性がある。 



63 Ⅳ まとめ 

 Ⅳ まとめ 

②大気中濃度の過小評価 
▶3mg/㎥-エイヤヒャトラ噴火時の観測値はデタラメ 

◆エイヤヒャトラ噴火時の観測値は、①層厚が5mm以下の地点における、③PM10の、 ①最
後の噴火から3週間以上経った時点での再飛散値であり、まったく整合しない。 

◆それを安易に許可したことは、明らかに「看過し難い過誤、欠落」。 

▶30mg/㎥-セントヘレンズ噴火時の観測値も過小評価 

◆セントヘレンズ噴火時の観測値は、層厚が5～10mmの地点での数値であり、10cmを想
定している本件原発の大気中火山灰濃度として不十分。 

▶1000mg/㎥-富士宝永噴火のシミュレーション結果が重要 

◆推進側の研究機関である電中研が行ったシミュレーション結果には、相当の重みがある。 

◆電中研報告を踏まえれば、本件原発周辺では、大山倉吉相当の噴火により、600～
3000mg/㎥の大気中濃度となる可能性が否定できない。 

▶700mg/㎥であれば、10分程度で吸気フィルタは目詰まりする 


